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本分科会の流れ

第1部
• 評価・IR業務の整理

• 評価・IR業務の効率と効果の検討

第2部
• 評価・IR部署がどのように意思決定・改善
支援できるのかを議論



第1部

• 四象限の分析枠組みの紹介と説明

• 四象限の分析枠組みの実例

• 四象限の分析枠組みを自分の部署に
応用する



四象限の分析枠組み

• 発案の出発点

• 研究から見えてきた実務への応用

• 米国での手応えと日本への導入



四象限の分析枠組み

通常業務

臨時業務

学外への
説明責任

学内での
改善支援

第一象限

第四象限第三象限

第二象限

学内の改善に向
けた通常業務

学内の改善に向
けた臨時業務

学外の説明責任
に係る通常業務

学外の説明責任
に係る臨時業務



四象限の分析枠組みの事例

通常業務

臨時業務

学外への
説明責任

学内での
改善支援

･連邦教育省への高等教育機関

情報の提出

･州立大学学生意見調査の実施

･中部適格認定協会への報告

･大学機関情報の年鑑の作成

･州立大学学生意見調査の実施

･戦略計画の実施
･学生による授業評価の実施
･学習成果の診断の実施
･出願と入学者数の分析
･4年次までの在学継続率の分析
･4年次と6年次の卒業率の分析

･全米学習実態調査の実施
･各種大学ランキングへの情報
提出

･競合校との比較分析
･教員給与の比較分析
･教員昇格審査に係る情報の集約
･学事暦の変更に係る調査の実施
･職場風土に関する調査の実施

第一象限

第四象限第三象限

第二象限



勤務校の事例を分析してみよう！

1. 自分の部署の業務を箇条書きする

2. 四象限の分析枠組みに当てはめる

3. 各象限の大よその業務量を推測する

4. 勤務部署の業務の効率と効果を検討する

5. 改善支援に向けた業務の効果を検討する



手順その１

• 勤務部署の業務を箇条書きで洗い出してみ
ましょう

• その際、できるだけ業務を細分化してください

– 認証評価

• 自己点検・評価報告書のデータ収集

–出願、入試、入学関連のデータ

–科目履修関連のデータ

–教員関連のデータ

–研究活動関連のデータ

• 自己点検・評価報告書の記述



手順その２
• 箇条書きで洗い出した各種業務を、四象限の枠組
みに分類してみましょう

• 現段階では、厳密な精査というより、個人的な認識
で分けてみてください



手順その３

• 各象限の大よその業務量を推測してみましょう

60%

10% 10%

20%



手順その４

• 勤務部署の業務の効率と効果について検討
してみましょう



業務の効率の検討

通常業務

臨時業務

学外への
説明責任

学内での
改善支援

･連邦教育省への高等教育機関

情報の提出

･州立大学学生意見調査の実施

･中部適格認定協会への報告

･大学機関情報の年鑑の作成

･州立大学学生意見調査の実施

･全米学習実態調査の実施
･各種大学ランキングへの情報
提出

第三象限

第二象限

問１ 説明責任の業務で
自動化できる業務はどれ
か？

問２ 説明責任の通常業
務の中で臨時業務に優先
順位を落とすべきものは
どれか？

問３ 説明責任で臨時業
務から通常業務に優先順
位を上げるべきものはど
れか？



業務の効果の検討

通常業務

臨時業務

学外への
説明責任

学内での
改善支援

･戦略計画の実施
･学生による授業評価の実施
･学習成果の診断の実施
･出願と入学者数の分析
･4年次までの在学継続率の分析
･4年次と6年次の卒業率の分析

･全米学習実態調査の実施
･各種大学ランキングへの情報
提出

･競合校との比較分析
･教員給与の比較分析
･教員昇格審査に係る情報の集約
･学事暦の変更に係る調査の実施
･職場風土に関する調査の実施

第一象限

第四象限

問１ 改善を支援するに
あたり、学内の関係者と
どのような関係を築く
か？

問２ 説明責任の業務で
収集したデータを、学内
の改善支援に向けてどの
ように分析し、関係者と
共有するか？

問３ データ分析が継続
的に活用されるよう、ど
のような学内体制を構築
すべきか？



第2部

• 意思決定と分析枠組み

• 大学という組織の特殊性

• 意思決定・改善支援におけるIRの役割

• ゴミ箱モデル



意思決定とは？

• 意思決定とは、特定の目標を達成するために、ある状況に
おいて複数の代替案から最善の解を求めようとする行為。

• 最適化意思決定論
– 経済学やオペレーションズ・リサーチ（OR）研究を中心に展開。こ

こでは、意思決定を「利潤最大化及び費用最小化の原則に基づ
き、数学的なモデル等によって導き出した最適解の選択行為」と
して捉えている。

• 満足化意思決定論
– 行動科学、集団心理学等の領域を中心に展開。ここでは、意思

決定は「最適解を導き出す最適決定ルールは存在せず、受容可
能で満足できる代替案からの最適な選択行為」として位置づけら
れる。



大学という組織の特殊性

• 大学では、企業組織における合理主義的意思
決定によって運営するのではなく、構成員の合
意形成によってる運営される。（Birnbaum, 1988）

• 大学の組織を含めた教育組織においては、組織
の目的について構成員の意識が曖昧かつ多様
であり、組織を取り巻く状況についての因果関係
が理解されにくい。 （Cohen et al.，1972）



意思決定・改善支援におけるIRの役割

• IRは「機関の計画立案、政策形成、意思決定を
支援するための情報を提供する目的で、高等教
育機関の内部で行われる調査研究」と定義され
る。（Saupe，1990）

• 先述の大学の組織特性や上記のIRの定義にあ
るように、IR部門の意思決定支援を単線的（リニ
ア）な経路としてではなく、曖昧かつ複雑な経路
として捉えてみる必要があるのではないか。

情報収集 情報分析 政策提言 施行支援



ゴミ箱モデルの概要
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問題 解 参加者 選択機会 

決定 

（見過ごし、やり過ごし、解決） 

タイミング 



ゴミ箱モデルの要素

要素 概 要

問題 問題の解決と決定とは別物である。決定が行われた時でも、問題は解決さ
れないこともある。例えば、たとえ解決すべき問題がなくても、選択機会であ
る以上は、それが完結する際には「決定」が行われたことになる。そこで、あ
る数の問題が存在し、各問題は各期においてただ一つの選択機会に投入さ
れていること、そしてそれぞれの問題は出現時刻とその問題によってい特
徴づけられると仮定される。

解 解は、ほとんどの問題とは別に無関係に誰かが生みだしたものである。従
来、問題をうまく定式化するまでは、解は見いだせないと言われていたが、
実際の問題においては、解がわかって、初めて問題が何であるかがわかる
ことがしばしばである。

参加者 いろいろな選択機会に入ったり出たりする人。参加者がある選択機会に入
るということは、他の選択機会から出るということでもあり、ある選択機会に
対しての参加者の現象は、参加者の時間が他の選択機会に奪われること
を意味している。

選択機会 組織が「決定」と呼べるような行動を生みだすことが期待されている機会の
こと。
例： 老朽化した設備の更新、契約の締結、職員の雇用・昇進・解雇等。



ゴミ箱モデルと意思決定

• 見過ごし： 問題がちゃんと投入されないうちに（潜在的な問題を見過ごして）解を出
してしまって実行する。新しく選択機会が出現したときに、その選択機会に問題が投
入されないうちに、すぐに参加者によってエネルギーが投入されると決定が行われ
る。つまり、他の選択機会に存在しているかもしれない問題を見過ごし、当該選択機
会に問題が投入されないうちに行ってしまう決定である。

– 例：

• やり過ごし：問題をやり過ごしているうちに問題自体がなくなる（他の選択機会に移
る）。問題のエネルギー必要量が大きいと、選択機会に問題が投入されたままで、
解決されずにいることになる。しかし、もし問題がその選択機会を出ていってしまえ
ば、ヱベルギー必要量が減り、決定が可能になるかもしれない。問題をやり過ごして
いるうちに、問題の方が選択機会から出ていく。

• 解決： ちゃんと、投入された問題に対して解を出して実行する。選択機会は、ある
期間、問題を抱えており、その間、参加者によってエネルギーが投入される（問題を
解く作業が行われる）。問題解決に必要なエネルギー量が投入されたところで、問題
は解決され、決定が行われる。



ゴミ箱モデルの要素とIR

ゴミ箱モデル IR

問題 組織内外の人々の関
心と注意により規定さ
れる

入学定員充足、学習成果の把握/測
定、戦略計画や財務などに関する学
内構成員の課題の認識

解 構成員の誰かが生み
だし、様々な問題に
適用可能な選択枝

上記課題に係るデータ集計と分析に
より解を投入し、意思決定を支援

選択機会 意思決定を行う主体
や場

執行部、各種委員会、戦略計画の
策定など

参加者 何らかの意思決定の
選択機会への参加者

学内：執行部、教職員、IR部署
学外：有識者、評価機関、監督官庁
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